のもざき自然塾
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識を持つが常にフィールドに居ることはでき
ず、土地の人はフィールドを常に観察できる
が、専門知識を持たない。ここを繋げ、情報
を循環させることで、研究者と地域の人との
連携をつくる。
もうひとつは、情報発信。主に調査研究に
塾長

山本

春菜

協力した専門家を講師として招き、講演会、
ワークショップ、インターネットなどをつか

■ 塾長コメント ■

った情報発信を行う。ただし、野生動物がい

活動３年目となる本年度。昨年に引き続き、

つ・どこで見られるという情報公開は、乱獲

フィールドワーク、専門家への研究協力が活

や、撮影目的のカメラマンによる生息地荒ら

動の中心だった。他県の研究者がこちらに来

し、地域住民とのトラブルなどのリスクも伴

ることが難しい中、リモートでの調査協力の

う。どの情報をどこまで公開するかは、慎重

重要性はより増したように感じる。

に検討している。

コロナ禍でままならないこともあったもの
の、この３年間で得られたものは非常に多い。

■ 塾活動の成果 ■

長崎伝習所での活動は本年で終了するが、来

本年度もほとんどがフィールドワークと研

年度以降も、のもざき自然塾として、恐竜博

究者の調査協力で終わった。ギンザメの標識

物館や恐竜パークと連携し、講演会やワーク

調査という、これまでより難易度があがった

ショップなどの場を設けていきたい。

リモート調査も始まった。長期的な活動が必
要だが、遠隔でこのような取り組みができる

■ 塾の目的 ■

ことは嬉しい。

野母崎は、長崎半島の端、長崎県の西南端

また、昨年から記録を続けている「のもざ

に位置する。海棲動物、渡り鳥、昆虫、化石、

きお魚図鑑」については、200 種近く記録で

岩石など、特異で多様な自然の様態が見られ

きた。ただし、魚名や漁法について、やはり

る、生きた博物館のような土地である。実際

地域の方への聞き取りが不十分であった。冊

に、さまざまな分野の研究者がフィールドワ

子化を最終目標にしていたものの、情報不足

ークに訪れ、水族館への展示協力も多い。

であることが否めないため、インターネット

しかし、そのことをほとんどの地域住民が
知らずにいる。専門家の知見を地域住民に還

上での公開にとどめ、冊子化は見送ることに
した。

元し、地域の人が環境や自然のことを学べる
場を増やしたいと思い、この塾をつくった。

また、恐竜パーク施設内にある小川でのカ
エルの繁殖について、パーク所長と情報共有
し、自主研修会を開催した。恐竜パークを環

■ 塾の研究・活動内容 ■

境学習の場として活用するにはどうしたらよ

活動形態は大きく２つにわけられる。

いか、再開発をする場合の注意などの話し合

ひとつは、フィールドワーク。研究者は知

いができたのは、新たな展開だったと感じる。
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のもざき自然塾 活動記録
日

時

場

所

内

容

令和 3 年
7 月 28 日（水） きまま焙煎所
8月

野母崎地区内

定例会。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー
トに記録。「のもざきお魚図鑑」用撮影・記録。
塾生各々でフィールドワーク。塾生各々でフィール

9月

野母崎地区内

ドワーク。
「のもざきお魚図鑑」用撮影・記録。ギン
ザメの標識調査。グループ LINE のノートに記録。

10 月 24 日（水） 脇岬フェリーパーク

海ゴミゼロウィーク「山から海までプラスチックご
み掃討大作戦」協力。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー

10 月

野母崎地区内

トに記録。
「のもざきお魚図鑑」用撮影・記録。カツ
オドリ観察開始。日本ウミガメ協議会へ、今年度の
混獲・漂着死亡数を報告。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー

11 月

野母崎地区内

トに記録。「のもざきお魚図鑑」用撮影・記録。NHK
自然番組のロケハン案内。
アサギマダラ観察開始。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー

12 月

野母崎地区内

トに記録。
「のもざきお魚図鑑」用撮影・記録。ニホ
ンアカガエルの産卵観察開始。

令和 4 年
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー
トに記録。「のもざきお魚図鑑」用撮影・記録。NHK
1月

野母崎地区内

自然番組撮影協力。
ニホンヒキガエルとニホンアカガエルの産卵観察・
産卵場所の調査。
塾生各々でフィールドワーク。グループ LINE のノー

2月

野母崎地区内

トに記録。「のもざきお魚図鑑」用撮影・記録。NHK
自然番組撮影協力。

2 月23 日
（水・祝） 野母崎文化センター

野母崎の両生類について、恐竜パークスタッフと塾
生で自主研修会。講師：松尾公則 先生
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■魚名調査・図鑑制作

び名が消えつつある魚もいる。

図鑑用の魚の撮影は約 200 種完了。図鑑
に用いるものは、身近な魚と危険生物を 20
種～50 種ほど選定予定。野母、高浜、脇岬、
樺島の 4 地区でそれぞれ漁業者（定置網、刺
し網、延縄、巻網、一本釣り）を中心に聞き
取りをし、さらに SNS 上で情報を募った。

標準和名：カマスサワラ

その一例を以下に紹介する。

歯が鋭い大型の回遊魚。野母でのみ、トン
キラと呼ばれる。釣り人内での呼称ワフー（英
名 wahoo）で呼ぶ人もいる。

標準和名：ツムブリ
野母崎では４地区でツンブリと呼ばれるが、
野母地区でのみトリカジマワリと称す。理由
は、いけすに入れると取り舵（左）に回って
泳ぐからという説と、あまり利口ではない（左
巻き）から、という説などがある。実際には

標準和名：ニセタカサゴ
沖縄でグルクンと呼ばれている南方系の魚

どちら周りにも泳ぐ様子。

で、野母崎でもグルクンの名で扱われている。
高浜の漁師によると、８年ほど前から定置網
に入りだしたとのこと。近年、増えてきてい
るようで、トロ箱単位で入ることもある。

標準和名：ヨコスジフエダイ
高浜でキンビー、野母でキビ、ハマイッサ
キ、脇岬、樺島でハマイッサキ。ハマイッサ

標準和名：シイラ

キは浜イッサキ（イサキのこと）。キビは長崎

高浜でマンビキ、野母でヒーヲ、カネマン

魚市の呼称だが、キビと呼ぶ人も多い。長崎

（大型）、マンビキ（大型）、カナヤマ（ヒト

魚市での呼称が通名になって、野母崎での呼

ヒロ以上の頭がでっぱったオス）、脇岬でヒー
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オ、マンビキ、カナヤマ、樺島でマンビキ、
カナヤマ（１ｍ以上のもの）。
かつて数多くとれた魚。マンビキ＝万匹、ヒ
ーオ＝干魚＝脂がないので干し魚にしたこと
から由来していると思われる。
野母ではかつて、
「ひおこんだ（発音はヒヨコ
ンダーと聞こえる）」というシイラ漁があり、
8 月の野母浦祭りの船行事の一部に組み込ま
れていた時期もあった。今では過去ほど多く
穫れなくなった魚。

ニホンアカガエルの調査・記録をしている
松尾公則先生に報告。本来は野生動物の生活

■ニホンアカガエル

に意図的に介入することは避けたいが、この
川の構造と、ニホンアカガエルの地域絶滅の
危機度を考慮して、流されそうな卵塊は流れ
がゆるやかな場所へ移動することに。塾生が
こまめに見回りをした。
また、恐竜パーク内の池の横にできた水た
まりにも産卵していたため、水たまりを増や
して産卵場所を確保したが、今季は雨が少な
かったことも影響して、成体になる前に全て

昨年に引き続き、恐竜パーク内での産卵を

干からびてしまった。この場所を今後どうし

確認。その他、脇岬と青潮学園周辺でも産卵

ていくか、恐竜パークと相談中。

していることを新たに記録。

■ニホンヒキガエル

恐竜パークでは、10 年以上確認できなか
った川での産卵もみとめられた。ただし、卵
が流されやすく、雨や強風の日には川の下流
に溜まって、側溝から海に流れていってしま
う様子だった。

例年、恐竜パーク内での繁殖が記録されて
いる。今年は非常に多くの個体が繁殖した。
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た人でも自然観察をしやすい。この環境を活
かして、自然観察や環境教育を体験できる場
にできないか、松尾先生・恐竜パークとも話
し合っている。
■ギンザメ類

ギンザメの仲間は深海魚で、野母崎周辺に
一斉に冬眠から目覚め、繁殖のために山（水

は生息していないが、野母崎樺島の延縄漁師

仙の丘）から川に降りる途中で、側溝にはま

が深海延縄をするときに混獲されることがあ

って抜け出せなくなっているニホンヒキガエ

り、2019 年から水族館や研究機関に提供を

ルが 200 匹以上いた。松尾先生に報告した

している。中でも、ジョルダンギンザメとい

ところ、ここでこんな状態になっているのは

う深場に生息する種が釣れたことで、ギンザ

初めて見たとのこと。毎年この事態が起きて

メの研究者と繋がった。2021 年、研究者の

いるかどうかは不明。側溝が繁殖の妨げにな

依頼で船をチャーターし、400ｍ以深のポイ

っているなら、カエルの繁殖期だけでも彼ら

ントで操業。ジョルダンギンザメは日本近海

が逃げられるような工夫が必要かもしれない。

でしか発見されておらず、報告数も少ない、
ギンザメの仲間でも特に謎が多いものの一種
である。難易度の高い操業だったが、奇跡的
に１匹を釣り上げることに成功した。生鮮時
の色や模様を写した写真（上記）は、おそら
く世界初の記録となる。この研究の経緯など
も、今後、野母崎で講演会を開催し、話して
もらう予定。

恐竜パークの川は、野母崎内最大のニホン
ヒキガエルの産卵場所と思われる。この場所
は公園内で、常に整備の手が入り、初めて来
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■カツオドリ
樺島の白戸の穴付近に、例年、10 月～4
月にかけて 200 羽ほどが飛来する。
前シーズンは飛来数が例年になく少なかっ
たが、今シーズンは 140 羽近くと、例年な
みの数がみられた。比率的には成鳥が多く、
8 割ほどを占めている。また、3 月には、カ
ツオドリがアオリイカを食べている写真を撮
影できた。
この研究者の提案で、その後、ギンザメの

■アサギマダラ

標識調査を始める。リモートで、研究者の指
示のもと、漁師さんの協力を得て、塾長が漁
に同行して実施。2022 年１月に第一回の調
査を行った。この海域のギンザメの DNA 解
析から、生態、そして漁業が彼らに与える影
響などを調べるもので、長期的な取り組みが
必要となる。
■アカウミガメ
高浜・脇岬で上陸産卵の可能性があると思
2021 年 11 月～12 月は弁天山で卵と 20

われたが、昨年に引き続き上陸しなかった。

匹以上の幼虫を確認、順調に成長していたが、

■アオウミガメ
日本ウミガメ協議会へ漂着・混獲アンケー

年が明けて 1 月以降、急激に数が減ってしま

ト提出。2020 年 11 月～2021 年８月まで

った。原因は不明。4 月まで観察継続する。

の記録は以下の通り。

■キイレツチトリモチ

混獲（生）…18 頭
混獲（死）…１頭
死亡漂着…２頭
上記の混獲のうち混獲（生）は定置網で、カ
メはすべて生きた状態で海に帰されている。
混獲（死）は定置網のフクロに入って溺死し
たと思わしきもの。死亡漂着は死んで打ちあ
がったもので、死因は不明。
この記録は塾生がとったもののみなので、
202１年 12 月に開花を確認。年を明けた

実態はより多くのアオウミガメが混獲、死亡
漂着していると思われる。

頃には枯れたが、１月半ば頃まで、形が残っ
ていた。
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■自主研修会

2022 年２月、ニホンアカガエルとニホン
ヒキガエルの産卵時期に合わせて、野母崎の
両生類をテーマに、松尾公則先生を講師に迎
えて講演会を行った。当初は、一般の方（子
ども）を対象とした講演会を予定していたが、
新型コロナの感染流行により中止を余儀なく
された。そのため、内容を大人向けに切り替
え、塾生と恐竜パークスタッフの自主研修会
という形で開催した。
野母崎にすむ両生類の生態や飼育法、法律
（特定第二種国内希少野生動植物種）に関す
ること、両生類をとりまく環境変化など、わ
かりやすく重要なお話を伺うことができた。
また、恐竜パークは敷地内でニホンアカガ
エルとニホンヒキガエルが産卵しているため、
研修会後は現地に向かって実物の観察も行っ
た。
この影響は大きく、パークの整備を担当さ
れている方たちが、翌日から早速カエルの産
卵状況や川の様子を確認しはじめて、おたま
じゃくしが流されない工夫などを講じてくれ
るようになった。実際にその生物が生息する
現場に関わっている人たちに、興味関心を持
ってもらえるきっかけが作れたことで、非常
に意義がある研修会だったと思う。
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野母崎地域センター

山口

和美

